
女子　１５００ｍ

日本高校記録 (HN)       4.07.86   小林祐梨子 (須磨学園　・兵庫)                               2006        

東海高校記録 (HT)       4.21.36   伊沢菜々花 (豊　　　川・愛知)                               2008        

　　大会記録 (GR)       4.31.53   中條　宏美 (愛知淑徳　・愛知)                               2006        

予選  2組5着+2

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｽｽﾞｷ ﾓｴﾐ 愛知 ｺｼﾞﾏ ﾐｵ 静岡

1 2 69 鈴木　萌未 (1) 愛知淑徳 4.47.29 Q 1 5 235 小嶋　顧緒 (1) 浜松北 4.48.36 Q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ 岐阜 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｱﾔﾅ 愛知

2 9 442 渡辺　真実 (2) 大垣商 4.47.44 Q 2 12 27 黒柳　文菜 (2) 西尾 4.49.35 Q

ﾅﾝﾌﾞ ﾅﾅﾐ 愛知 ﾀﾂﾀ ﾏﾅﾐ 愛知

3 4 15 南部　七海 (2) 旭野 4.48.09 Q 3 1 3 立田　愛実 (1) 千種 4.51.87 Q

ﾜｸﾀﾞ ｱｽｶ 静岡 ﾌﾅﾂ ﾏﾕｳ 静岡

4 12 250 和久田明日香 (1)浜松商 4.48.51 Q 4 11 205 船津　茉優 (2) 韮山 4.52.74 Q

ｱﾂﾐ ｱﾔｺ 静岡 ﾅﾍﾞﾓﾄ ｱﾝ 三重

5 6 279 渥美　紋子 (2) 浜松湖南 4.49.61 Q 5 10 681 鍋本　　杏 (1) 上野工 4.53.84 Q

ｶﾄｳ ｶﾅﾖ 愛知 ｽｽﾞｲ ﾐﾅｺ 愛知

6 7 112 加藤かなよ (2) 岡崎城西 4.51.29 q 6 6 121 鈴井美菜子 (1) 光ヶ丘女子 4.53.97

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾐ 静岡 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔｺ 静岡

7 5 300 望月　友美 (1) 浜松日体 4.52.60 q 7 4 299 片桐　綾子 (2) 浜松日体 4.54.53

ｵｶﾞﾜ ﾏｷ 岐阜 ｶｻｷﾞ ﾏｲｶ 岐阜

8 8 500 小川　まき (2) 関商工 5.00.13 8 2 485 笠城　舞華 (2) 飛騨高山 4.54.53

ｶｻｲ ﾕｳ 三重 ｲﾁｶﾜ ﾕﾏ 三重

9 1 646 笠井　　優 (1) 津 5.02.71 9 8 642 市川　由麻 (2) 津 4.59.90

ﾏﾉ ｶﾘﾝ 三重 ﾓﾘ ｱﾘｻ 三重

10 618 眞野　果林 (2) 四日市 DSQ,*T3 10 9 639 森　安莉沙 (2) 神戸 5.13.02

ﾀﾅｶ ｻｷ 三重 ﾄｷ ﾌﾐｺ 岐阜

11 638 田仲　沙伎 (2) 神戸 DNS 7 401 土岐芙美子 (2) 岐阜 DNS

ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 岐阜 ﾅｶﾂﾎﾞ ｱｲｶ 岐阜

3 405 杉山みなみ (2) 長良 DNS 3 415 中坪　愛夏 (2) 県岐阜商 DNS

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾓｴﾐ 愛知

1 12 69 鈴木　萌未 (1) 愛知淑徳 4.37.09

ｺｼﾞﾏ ﾐｵ 静岡

2 2 235 小嶋　顧緒 (1) 浜松北 4.41.30

ﾅﾝﾌﾞ ﾅﾅﾐ 愛知

3 3 15 南部　七海 (2) 旭野 4.42.33

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ 岐阜

4 11 442 渡辺　真実 (2) 大垣商 4.42.78

ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｱﾔﾅ 愛知

5 4 27 黒柳　文菜 (2) 西尾 4.44.68

ﾀﾂﾀ ﾏﾅﾐ 愛知

6 6 3 立田　愛実 (1) 千種 4.46.71

ﾌﾅﾂ ﾏﾕｳ 静岡

7 8 205 船津　茉優 (2) 韮山 4.46.91

ｱﾂﾐ ｱﾔｺ 静岡

8 9 279 渥美　紋子 (2) 浜松湖南 4.47.92

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾐ 静岡

9 1 300 望月　友美 (1) 浜松日体 4.50.16

ﾜｸﾀﾞ ｱｽｶ 静岡

10 5 250 和久田明日香 (1)浜松商 4.51.36

ｶﾄｳ ｶﾅﾖ 愛知

11 10 112 加藤かなよ (2) 岡崎城西 4.51.37

ﾅﾍﾞﾓﾄ ｱﾝ 三重

12 7 681 鍋本　　杏 (1) 上野工 4.54.85

審 判 長：小池　弘文

記録主任：辻　　昭司

第11回東海高等学校新人陸上競技選手権大会(08501607)
期日：平成20年10月25日～10月26日
会場：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：東海陸上競技協会・東海高等学校体育連盟
後援：愛知・静岡・岐阜・三重各県教育委員会
主管：三重陸上競技協会

凡例    DSQ：失格  *T3：走路外インフィールド進入  DNS：欠場


